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マスコットキャラクター「くらすいくん」

変更点をハイライトで表示しています。

松井酒造店のお酒
・松の寿　本醸造　男の友情
栃木県塩谷郡塩谷町(旧船生村)出身の作曲家 船村 徹
氏が厳選直筆の酒。スッキリとした辛口の酒。冷でも
燗でも合う飲み飽きしない酒。

５月３日（クリックで移動します）

・競技情報を一部変更

・スタート地区までの距離を記載

・立ち入り禁止区域について記載

・受付について一部変更

・駐車場の図を追加

・広告を一部追加

ueno
ハイライト表示



０．ご挨拶

（有）ヤマカワオーエンタープライズ ⼭川克則 
⽇本学⽣オリエンテーリング連盟の新規地図作成事業第五弾が、第３回東⼯⼤⼤会としてめでたく結実

する⽇となりました。本来なら今年１⽉１４⽇の開催だったのですが、私の⾝内の事情で延期していただ

きました。１⽉の開催を期待されていた⽅には申し訳ないことを致しました。 

この事業は、⼤会を開催してみたいと思う団体への企画⼿助けとして、⽇本学連が地図作成費⽤を負担

し（⼤会主催者は必要分購⼊）、⼤会後も⽇本学連の地図資産として活⽤できるよう継続的な渉外活動を

⾏っていくというもので、参⼊業者は YMOE 社に限らなくてもできますし、⽇光・⽮板地区でなくても

企画は可能です。但し、⽇本学連の資⾦を使ってそれを活⽤し、⼤会後もそれを運⽤していけるプランで

なくてはならず、現状ヤマカワハウスの周りで、インカレの会場（=フィニッシュ）とならないエリアを

主に開拓し、周辺の既存テレインに接合する企画で進めています。今回のテレイン開発で「⽮板幸岡」と

接合し、「塩⾕⽥所」とはわずかの地図外誘導で接続することになります。事後の合宿や練習会はもとよ

り、よりバラエティに富むイベント、そして⼀番の負担となるロング・ディスタンスの企画が来た時に受

け⼊れ態勢を準備しておこうという壮⼤なテレイン開発計画（ヤマカワハウスの⽞関に貼り出してある

“ヤマカワの野望”図）でもあります。（本⼤会地図も年末の「百式」で利⽤とのことです。） 

そして、事業者側には継続して良質の地図を供給し続けていく、その⼈材リソースの養成という⼤きな

任務もこの事業を通して取り組み始めたところです。今回の地図では新進のマッパーの登⽤を進めまし

た。⼀⼈前になっていくには、時に厳しいフィードバックも必要です。彼らが将来のインカレや全⽇本・

国際⼤会の重要⼤会を任せられるような⼈材になってくれるよう、厳しくかつ暖かい⽬で応援していただ

きたく思います。 

さて、こうして企画した地図作成事業をクラブ活⼒⾼揚の起爆剤として⼤会開催を持ちかけているので

すが、東⼯⼤は第⼆弾「⽮板⼭⽥」で千葉⼤と合同でこの企画で⼤会を開催致しました。今回は東⼯⼤単

独での⼤会開催となります。渉外実績を積み重ねている場所ですので、まず⼤会開催にあたってのハード

ルが低く、さながら学外ゼミみたいな構造になっています。早⼤・千葉⼤・筑波⼤・KOLC、このゼミを

⾜がかりにクラブの勢いは再興し、⾃前での渉外・地図調査・⼤会開催能⼒を取り戻しています。今後も

お⾦と⼈材と練習環境をこの事業を通してうまく回していければよいなと夢⾒ています。それで第六弾な

のですが、次回は今回の「倉掛遊⽔池」、「⽮板幸岡」、「⽮板⼭苗代」、「塩⾕⽥所」これらすべてが接合で

きる、まだ空⽩の場所「⽮板⾼塩」での企画を準備しています。この企画に乗ってうちの⼤学も（初め

て）（久しぶりに）⼤会開催をしたい、また実績校でも渉外と地図調査の負担を少ない回をいれたい

等々、興味の向きは⼀度気軽に⼭川まで相談下さい。（今年度中に開催の場合は６⽉の東⼤⼤会前⽇の幹



事会での決済が必要になります。）オリエンテーリングの⼤会を参加する側からでなく、企画し運営する

側に⽴つと⾒えてくるもの、勉強になることも多いです。⼤変なことは確かですが、プロジェクトマネジ

メントをオリエンテーリング⼤会の企画運営を通して実践することによって、その後に⼈⽣に得るものも

⼤きいと思います。

実⾏委員⻑ ⼩原和彦 
もともと本年 1 ⽉ 14 ⽇に予定しておりました第 3 回東⼯⼤⼤会は 5 ⽉ 5 ⽇に延期をしての開催となり

ました。GW 真っ最中にもかかわらず，全国各地からオリエンを愛する 400 名弱の皆様のエントリーを

いただきました。運営者⼀同，感謝申し上げます。 

 さて，本⼤会は⽇本学連事業計画第 5 弾を利⽤しての⼤会開催となります。2013 年 11 ⽉に開催され

た千葉⼤・東⼯⼤⼤会もこの事業(以前の名称は新機軸事業)で開催された⼤会でしたが，「単独」のフォ

レスト⼤会としては〇年ぶりの⼤会となりました。本格的なフォレスト⼤会開催ノウハウがない本クラブ

にとって，地図作成という⼤きなリソースを必要とする部分が⽇本学連の事業となり，⼤会開催のハード

ルが⼤きく下がることとなりました。

また，本⼤会は特例ながら JOA 公認⼤会(カテゴリ A)となりました。きたる 6 ⽉ 17 ⽇の全⽇本⼤会

で⾏使可能な全⽇本 E 権を取得できます。⽮板⼀⽩いテレインで本年度最初の⼤規模なロング競技の⼤会

となります。まさに全⽇本⼤会前哨戦といえるでしょう。参加者の皆様のご健闘をお祈りいたします。 

 最後に地図作成者をはじめ，公認⼤会に向け協⼒いただいた JOA，協賛をいただいた企業，ご理解・

ご協⼒をいただいた地元⾃治体及び住⺠の⽅々など様々な⾯で本⼤会にご⽀援いただいた皆様に厚く御礼

を申し上げ，挨拶とさせていただきます。 



１．⼤会概要

●開催⽇ 2018 年５⽉５⽇（⼟）⾬天決⾏・荒天中⽌ 

●主催 東京⼯業⼤学オリエンテーリング部（東⼯⼤ OLT） 

●役員

実⾏委員⻑ ⼩原 和彦 （東京⼯業⼤学 2015 年度⼊学） 

運営責任者 神野 直紀 （東京⼯業⼤学 2015 年度⼊学） 

競技責任者 ⼤久保 雄真 （東京⼯業⼤学 2015 年度⼊学） 

渉外責任者 椎名 渉 （東京⼯業⼤学 2015 年度⼊学） 

広報責任者 上野 康平 （東京⼯業⼤学 2015 年度⼊学） 

会計責任者 市川 渉 （東京⼯業⼤学 2015 年度⼊学） 

イベントアドバイザー 仁多⾒ 剛 （埼⽟県） 

アシスタントイベントアドバイザー 坂野 翔哉 （東京都） 

コース設定者 ⼤久保 雄真 

神野 直紀 

●協賛 ●後援

城の湯やすらぎの⾥ ⽇本学⽣オリエンテーリング連盟

株式会社ニチレイ 関東学⽣オリエンテーリング連盟

株式会社壮関 栃⽊県オリエンテーリング協会

株式会社トーセン ⽮板市

ふぁみりぃ ⽮板市教育委員会

はりまや ヤマカワオーエンタープライズ

松井酒造店

O-support

NaviTabi LLC



●タイムスケジュール

8:15 会場（⻄⼩学校）開場 

8:30 当⽇参加申込開始 

10:01 トップスタート

10:30 当⽇参加申込締め切り

12:00 スタート閉鎖

13:00 随時表彰開始

地図販売・⽋席者地図返却

13:30 ルート検討会開始

14:30 フィニッシュ閉鎖

15:15 調査依頼締め切り

16:00 会場閉鎖



２．競技情報

●競技形式

個⼈によるポイントオリエンテーリング（ロングディスタンス競技）

全クラスにおいて EMIT 社製電⼦パンチングシステムを使⽤します。

●競技規則

⽇本オリエンテーリング協会の定める「⽇本オリエンテーリング競技規則」に基づきます。

●地図情報

地図 倉掛湧⽔池（⽇本学連事業計画第５弾・⽮板合会拡⼤エリア） 

縮尺 1:10000 

等⾼線間隔 5ｍ 

⾛⾏可能度 4 段階表⽰ 

地図表記 ISOM2017 準拠 

地図サイズ A4 サイズ、ポリ袋密封済 

特殊記号 × 祠等の⼈⼯特徴物 

† 墓 

地図作成者 YMOE 社作成 

調査者 ⼭川克則、坂野翔哉、宮⻄優太郎、⽥中徹、⻄村徳真（NishiPro） 

※10、N、G クラスのみ「⽮板幸岡」縮尺 1:5000 を使⽤します。

●コントロール位置説明表

スタート 2 分前枠にてコントロール位置説明表を配布いたします。コントロール位置説明表の⼤きさは

縦 180mm×横 60mm を超えない⼤きさです。コントロール位置説明表は地図にも印刷されています。

また、⼀部クラスでは⽂字サイズを縮⼩しています。

●テレインプロフィール

⽮板市倉掛地区の新規エリアと旧マップ「⽮板合会」のリメイクエリアを合体したニューテレイン。標⾼

200-300m に位置する⾥⼭を中⼼としたテレインで、⼭塊の間には耕作地も広がる。テレイン内には⽮板

市の⽔辺景観⼗選にも選ばれている倉掛湧⽔池がある。YMOE ⼭川さんが⽮板⼀⽩いテレインと銘打つほ



ど⾛⾏可能度の⾼いエリアが存在する。 

●コースプロフィール

⽥んぼや道などにより⼤きく 5 つのエリアに分かれている。特に新規拡⼤エリアと「⽮板合会」エリアは

⽥んぼで隔たれているが、この２つは地形的特徴が⼤きく異なる。今回はロングディスタンスであり体⼒

的に疲労が蓄積する中で、地形の違いに上⼿く対応する能⼒が問われる。

忘れていた童⼼にかえるように気持ち良くこどもの⽇を駆け抜けていただきたい。 

●トレーニングコース

本⼤会ではトレーニングコースは設けません。

●調査依頼・提訴

・調査依頼

調査依頼がある場合は、本部にて所定の⽤紙に記⼊の上、すみやかに競技責任者あてに提出してください。

調査依頼に対する競技責任者の回答は、依頼者に通知するとともに公式掲⽰板に掲⽰します。調査依頼は

15:15 を締め切りとします。

・提訴

調査依頼に対する競技責任者の回答に納得できない場合、⽇本オリエンテーリング競技規則 24.4 に基づ

き提訴することができます。提訴は調査依頼の回答通知後、15 分以内に本部にて所定の⽤紙に記⼊の上、

裁定委員あてに本部へ提出してください。提訴に対する裁定委員会の判断は最終的なものとなり、公式掲

⽰板または⼤会 HP、⼤会報告書にて報告されます。

裁定委員:藤井 範久⽒(つくば ROC) 宮川 早穂⽒(ES 関東クラブ) ⼩泉 知貴⽒(⼊間市 OLC)

●表彰式

確定次第、ステージにて順次⾏います。間にルート検討会を実施するので、ぜひお集まりください。場

所などは当⽇アナウンス致します。 



●コース情報

男性 

クラス 距離 

(km) 

登距離 

(m) 

コントロール

数 

給⽔ 

(約-%) 

優勝設定 

(分) 

競技時間

(分) 

M21E 8.6 555 25 20,50,70 75 

150 

M21A1 7.9 505 22 25,45,65 70 

M21A2 7.9 515 22 25,45,65 70 

M21AS 4.8 310 15 20,45,75 55 

M20A 6.1 370 19 15,45,70 60 

M35A 5.9 355 18 15,50,75 60 

M40-50A 4.8 310 15 20,45,75 55 

M55-65A 3.0 180 12 60 40 

M70A 2.2 120 10 55 40 

M18A 4.8 265 14 20,50,80 60 

M15A 2.8 135 10 60 30 

120 M10 1.4 70 6 なし 25 

MF 2.5 105 11 75 25 

⼥性 

クラス 距離(km) 登距離(m) コントロール

数 

給⽔ 

（約-%） 

優勝設定 

(分) 

競技時間 

(分) 

W21E 6.0 340 18 15,50,75 70 

150 

W21A 4.8 305 15 20,40,70 65 

W21AS 3.0 180 12 60 45 

W20A 4.7 275 16 20,40,75 65 

W40-60A 3.0 180 12 60 50 

W65-70A 2.2 120 10 55 50 

W15A 2.4 75 10 65 30 
120 

WF 2.4 75 10 65 30 

ueno
ハイライト表示

ueno
ハイライト表示

ueno
ハイライト表示

ueno
ハイライト表示

ueno
ハイライト表示



男⼥共通 

クラス 距離(km) 登距離(m) コントロール

数 

給⽔ 

（約-％） 

優勝設定 

（分） 

競技時間 

(分) 

OAL 6.1 370 17 15,45,65 65 
150 

OAS 3.0 180 12 60 45 

BL 5.0 325 16 15,40,70 65 
120 

BS/JB 3.5 190 12 60 55 

N/G 1.4 70 6 なし 60 

※参加者のいないクラスは廃⽌しました。

※M21A クラスは参加者が多いため分割しました。

※テレインの制約上、競技規則、要項よりウイニングタイムが変更となっているクラスがあり
ます。ご了承下さい。 

・フィニッシュ閉鎖時刻 14:30
●禁⽌事項

・⽴ち⼊り禁⽌区域

本⼤会に参加を予定している者は、⼤会当⽇まで以下に⽰すエリアへのオリエンテーリング⽬的(テレイ

ン視察含む)での⽴ち⼊りを禁⽌します。ただし、⽴⼊禁⽌区域周辺道路の通⾏および⽴⼊禁⽌区域内の商

業施設の利⽤は妨げません。

出典︓地理院地図電⼦国⼟ Web より 

・競技者間での情報共有

競技後の参加者が出⾛前あるいは競技中の参加者に競技に関わる情報を伝えることを禁⽌します。発覚し

た場合は情報を共有した競技者双⽅とも失格となります。

ueno
ハイライト表示

ueno
ハイライト表示





３．アクセス 

●会場 

⽮板市⽴⻄⼩学校 

〒329-2151 栃⽊県⽮板市幸岡１４９８１ 

 

●駐⾞場 

城の湯温泉センター 

〒329-2144 栃⽊県 ⽮板市川崎反町２９５ 

 

 

⽮板駅から歩いてお越しの⽅ 
⽮板駅から約 3km 徒歩約 50 分です。 

地図は載せませんので、迷わないようご注意ください。 

 

 

⼤会バスをご利⽤の⽅ 
⽮板駅⻄⼝↔会場間の⼤会バスを運⾏いたします。所要時間は約 10 分です。 

往復、または復路のみの当⽇申込をおこないますが、バスの空席には限りがございます。予めご了承くだ

さい。 

○往路 

1 便 8︓15 発 

2 便 8︓50 発 

3 便 9︓20 発 

4 便 9︓50 発 

往路のみスタート時刻に基づいて乗⾞バスを指定いたします。お乗り遅れには⼗分ご注意ください。往路

の乗⾞名簿は後⽇、⼤会公式サイト（http://olt.main.jp/comp2017/）に掲載いたします。 

以下の地図の⻘丸の場所を参照にバス乗り場へお越しいただき、バス乗り場前の受付にて会計を済ませた

後にバスにご乗⾞ください。 

料⾦は往復 1000 円となります。なるべくお釣りが出ないよう、ちょうどの料⾦をご⽤意していただくよ

うお願い致します。 

https://goo.gl/maps/dbZabYHx3v22
https://goo.gl/maps/rjAs6Zc34zB2


地図１ ⽮板駅⻄⼝バス停（⻘丸の位置） 

当⽇、⽋席・遅刻等の連絡がございましたら 080-3211-5337(バス担当 藤⽥)まで必ずご連絡ください。 

○復路

1 便 13︓00

2 便 14︓15

3 便 14︓55

4 便 15︓45

5 便 16︓15

※⼤会の進⾏次第では変更の可能性がございます。

以下の地図の⻘丸を参照にバス受付・バス乗り場まで来ていただき、役員に復路⽤のバスチケットを渡し

たのちにバスにご乗⾞ください。バスチケットは事前申込の⽅は会場内での配布物の⼀部として、往復で

当⽇申込された⽅は朝のバス受付時にお渡しいたします。チケットを紛失されると復路のみの当⽇申込の

⽅と同じ扱いとなります。⼗分ご注意ください。

復路の便では乗⾞バスの指定は致しませんが、表彰式終了後の第 4 便、第 5 便は⼤変な混雑が予想され

ます。少しでもご乗⾞のしやすい第１〜３便のご利⽤をお願いいたします。

復路のみの当⽇申込はバス発⾞ 5 分前から受け付けいたします。料⾦は⽚道 500 円となります。往路と

同じくバスの空席には限りがございます。ご了承ください。



地図 2 会場前バス停（⻘丸の位置） 



⾃家⽤⾞でお越しの⽅

駐⾞場は、城の湯温泉センター（住所︓栃⽊県⽮板市川崎反町 295）の駐⾞場を⽤意しています。図の

通り、川を超えた先、城の湯前の駐⾞場・その向かいの駐⾞場には停めないでください。駐⾞券は発⾏し

ません。 

駐⾞場内での係員による案内、駐⾞場－会場間のテープ誘導等は⾏いません。あらかじめご了承くださ

い。駐⾞場から会場までは約 1.4km 徒歩約 25 分です。 

また、会場前に同乗者様の乗降が可能なロータリーを⽤意しています。以下の図のようなレイアウトと

なっております。ロータリー内では係員の指⽰に従って、速やかな乗降にご協⼒をお願いいたします。⼤

会バスも通⾏、乗降を⾏っているため、会場付近では⼗分注意して通⾏してください。 

https://goo.gl/maps/rjAs6Zc34zB2


４．会場・受付

○配布物配布

出⼊⼝⼊って奥に配布所を設置します。
ナンバーカード、レンタル E カード、バス券、城の湯割引券が⼊っていることを確認してください。

バックアップラベルはセルフピックアップになりました。受付にてお取りください。

申込に不備があった⽅には、通知が⼊っていますので、出⾛前に必ず本部までお越し下さい。

○掲⽰板

・公式掲⽰板

競技に関する情報、変更点をお知らせします。公式掲⽰板は必ず確認してください。

・速報掲⽰板

選⼿が全員出⾛した後、順次競技の結果をお知らせします。当⽇はライブ速報を実施します。

LapCenter: https://mulka2.com/lapcenter/
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○受付

・当⽇申し込み

受付時間は 8:30〜10:30 です。

オープン MF/WF（新⼈のみ） 1000 円 

JB 2000 円 

OAL/OAS 4500 円 

BL/BS 3500 円 

N/G（体験会） 500 円 

200 円(⼩学⽣・⽮板市⺠) 

・代⾛申請

本⼤会ではオープンクラスのみ代⾛を受け付けます。代⾛を希望する⽅は出⾛時刻３０分前までに受付へ

申し出てください。代⾛の場合は表彰対象外となり、成績は参考記録となります。

・T シャツ・地図販売

出⼊⼝⼊って左奥、当⽇受付と同じ場所で⾏います

T シャツは⼀枚 1500 円販売します。

全コントロール図は⼀枚 600 円、各コース図は⼀枚 400 円で販売します。

・E カードレンタル

E カードは１枚３００円でレンタルできます

・コンパス貸出

プレートコンパスを貸し出します。保証⾦として３０００円を頂き、返却時に返⾦します。



○お⼿洗い

体育館内、出⼊⼝⼊って右側に男⼥各⼀か所⽤意しています。

○更⾐室

体育館内に男⼥各⼀か所⽤意しています。

●⽇本学連賛助会員登録・更新

受付にて登録・更新を承ります。登録・更新の際に、本⼤会で使⽤するテレインの全コントロール図をお

渡しいたします。詳細は、以下の web サイトをご覧ください。

2018 年賛助会員について《 賛助会員登録について《 ⽇本学⽣オリエンテーリング連盟

http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=4&itemid=724

注意事項 

・体育館内は飲⾷禁⽌です。体育館の外で飲⾷するようにしてください

・ゴミは各⾃お持ち帰りください。

・通路確保のため場所取りはシートエリア内で⾏ってください。

・会場内に泥を持ち込まないように注意して下さい。

・グラウンドに飲⾷スペースとしてシートを設置いたします。ご⾃由に利⽤下さい。

・お⼿洗いの数が参加⼈数に対して⼤変少なくなっています。⽮板駅、道の駅、⾼速 SAPA にて済ませて

からご来場下さい。



５．競技の流れ

●ナンバーカード

本⼤会では M/W10,G/N 以外のクラスに出場される⽅にはナンバーカードを 1 枚封筒に同封して配布

いたします。

出⾛される際にはナンバーカードを胸の⾒やすい位置に安全ピンでとめてください。なお、安全ピンは

各⾃でご⽤意ください。忘れた場合には受付にて 4 本 100 円にて販売いたします。ナンバーカードの着

⽤のない⽅、⾒えにくい付け⽅をされている⽅は出⾛できません。

●服装

競技のための服装には肌の露出しないものを推奨します。ただし、公序良俗に反した服装での 出⾛は認

めません。また、⾦属ピン付きシューズの使⽤を妨げません。 ⼤会当⽇、天候によっては体温低下等の

危険があります。各⾃の判断で防寒具等を着⽤することを推奨します。また、危険に遭遇した時の為に

笛を携⾏することを推奨します。なお、防寒具の輸送は⾏いませんのでご注意ください。

会場→スタート
会場からスタート地区までは⻘テープ誘導で約３km 約 50 分です。 

途中でフィニッシュ地区からの緑⾊テープ誘導と合流する地点があります。ご注意ください。 

スタート地区までの道路は歩道が狭く交通量が多いため通⾏の際は⾞道にはみ出ないようご注意ください。

途中で横断歩道があります。時間に余裕を持って下さい。

スタート地区
・給⽔所

スタート地区に給⽔所を設けます。

・E-card 忘れ・ナンバーカード忘れ

出⾛できません。

・遅刻

スタート時刻に遅刻した場合はその旨を係員に伝え必ず係員の指⽰に従ってください。遅刻者の記録は予

め指定されたスタート時刻から算出することとします。なお運営者の過失による場合はこの限りではあり

ません。ただし、定められたスタート閉鎖時刻以降は出⾛できず、また正規時刻でスタートする選⼿に影

響を及ぼすタイミングでのスタートは認められません。
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スタートレイアウト

スタートまでの流れ
・スタート 3 分前まで

３分前枠の前にアクティベートユニットを設置いたします。３分前枠に⼊る際に必ず E-card をセットし、

ランプが点灯することを確認してください。その際役員が E-card 番号、ナンバーカード番号を確認しま

す。万が⼀、アクティベートユニットが点灯しない場合は役員にお申し出ください。予備の E-card と交換

いたします。

・スタート 3 分前

所定のレーンの３分前枠にお⼊りください。1 分間隔のチャイマーが鳴り次第、次の枠に進んでください。

・スタート 2 分前

⾃分のクラスのレーンにお進みください。全クラス、2 分前枠にて、コントロール位置説明を配布いたし

ます。クラス別の袋から各⾃、ご⾃⾝のクラスのものであることを確認して取り出してください。印刷さ

れた地図に記載されていない地図修正等がある場合は、この枠にて確認することが出来ます。



・スタート１分前

クラス名が書かれた箱の中に地図が⼊っています。その中からご⾃⾝のクラスの地図を取り、表の⾯を⾒

ないように裏を向けたまま⾜元に置いてください。この時、参加者が地図を取り間違えても運営者は⼀切

責任を負いませんのでご注意ください。スタートの合図とともに⾜元の地図を取って出⾛してください。

係員がスタート⽅法の指⽰を⾏います。スタートからスタートコントロールまでは⾚⽩ストリーマー誘導

です。

※スタートの仕⽅、アクティベートについてなど、何かご不明な点がございましたらお気軽に係員までお

尋ねください。

競技中
・計時

EMIT 社の E カードを使⽤して計時します。

途中で間違ったコントロールをパンチしてもそのあと正しいコントロールでパンチすれば⼤丈夫です。

万が⼀電池切れが⽣じた場合はバックアップラベルの記録を通過記録として扱いますので、コントロール

ではしっかり⽳が開くようにパンチしてください。

バックアップラベルを紛失しても失格にはなりませんが、上記の判定が不可能になります。

競技時間は２時間３０分（⼀部クラスで２時間）です。競技時間を超えてしまった場合、速やかにフィニ

ッシュに向かうようにしてください。

・道路の横断

競技途中で⾞両の通⾏する道路を横断・⾛⾏します。⾞両の通⾏には⼗分ご注意ください。

⾞道を横断する個所では安全確保のため誘導員を配置いたします。もし、⾞両が接近している場合には⾞

両の通過を待ち、安全を確認してから横断してください。なお、⾞両の通過のために待った時間を競技タ

イムから引くことは致しません。ご了承ください。

・⽴ち⼊り禁⽌

地図内に表記してある⽴ち⼊り禁⽌区域・私有地には絶対に⽴ち⼊らないようお願いいたします。

⽴ち⼊りが判明した場合には失格といたします。

地図に表記のない、青黄色テープで囲まれた区域があります。ここは地図表記にかかわらず立ち
入り禁止です。掲示板にて写真を掲載します。
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・給⽔所

テレイン内に給⽔所を⽤意いたします。ルートチョイスによっては通らない可能性もございますが、給⽔

所を通過すると想定されるルートで⼤体の距離をコースごとにコース情報に記載してあります。

・救護所

テレイン内および会場に救護所を設けます。競技者⾃⾝で⼿当てをした場合は競技を続けることができま

すが、⼿当てに役員の⼿を借りた場合は失格となります。また、救護所に給⽔を⽤意します。

・フィニッシュには救護所はありません。会場にて対応いたします。

・競技中の救護義務

怪我⼈を発⾒した場合は速やかに近くの⼤会役員までお知らせください。怪我⼈の救護は競技よりも優先

してください。またテレイン内にパトロール役員を配置しています。

フィニッシュ
最終コントロールからは、⾚⽩テープ誘導に従って進んでください。これに従わなかった場合は失格とし

ます。パンチングフィニッシュとします。（フィニッシュ後は追い越しを禁⽌とします。）フィニッシュ後

はフィニッシュ地区の役員の指⽰に従い計算センターを通過してください。 

競技の公平性確保のため、スタート閉鎖時刻（12 時）まで地図回収を実施いたします。競技終了後フィ

ニッシュ地区の役員の指⽰に従い、地図を提出してください。回収した地図は 13 時以降に会場にて返却

いたします。地図裏⾯に⽒名・所属を記載して下さい。地図を提出できない場合には失格といたします。

フィニッシュ閉鎖時刻は 14:30 です。この時間を超えても帰還が確認されない場合は遭難とみなし、直

ちに警察・消防に連絡いたします。

フィニッシュでは協賛品の飲料を⽤意しています。フィニッシュ地区で飲んで捨てる場合はゴミ箱を⽤意

しておきますが、会場までお持ちになる際のゴミ処理は各⾃で持ち帰って頂くことになります。

フィニッシュから会場までは緑テープ誘導です。途中で会場からスタートまでの⻘テープ誘導と合流しま

すので⽴て看板に従い⻘テープ誘導をたどって会場までお戻りください。歩道のない道を通りますので⾞

両の通⾏にご注意ください。また、横に広がりすぎないようお願いいたします。



アフターイベント情報 
スマホで⼿軽にナビゲーションゲームを楽しめるアプリ NaviTabi（ナビたび）を体験できるミニコースを、

⼤会会場の⻄⼩学校周辺に設置いたします。本⼤会のアフターイベントとしてお楽しみいただけます。詳

しくはナビたびのサイト（ https://navitabi.co.jp/ ）を参照ください。 

 

 

 

 

 

 
ふぁみりぃ出店メニュー 

協賛企業のふぁみりぃさんより軽⾷の販売がございます。 

レース後の談笑のお供にいかがでしょう。 

○メニュー 

唐揚げ・ピザ・おにぎり・焼きそば・うどん など 

 

  

https://itunes.apple.com/us/app/navitabi/id1350889029?l=ja&ls=1&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.navitabi.playground


６．体験会 

１．概要 

⽇時 ⼤会当⽇（５⽉５⽇）の９時〜１２時 

 ⾬天決⾏・荒天中⽌ 

参加費 ２００円（⼩学⽣及び⽮板市⺠の⽅）・５００円（その他の⽅） 

持ち物 タオル・飲み物 

 動きやすい格好でお越しください。更⾐室は⽤意してあります。 

会場 ⽮板市⽴⻄⼩学校（⽮板市幸岡 1498-1） 

駐⾞場 城の湯温泉センター（⽮板市川崎反町 295） 

 詳しくは３．アクセスを御覧ください 

クラス N クラス（個⼈）、G クラス（グループ） 

※どちらもコースは同じです。⼩学校中学年〜中学⽣向けのコースとなっております。 

※N クラスに登録した場合、コンパスと E カードを各⼈１つずつ無料で貸し出します。 

※G クラスに登録した場合、コンパスは各⼈１つ、E カードは各グループ１つ無料で貸し出します。記録

はグループで１つとなります。 

※コンパスや E カードを紛失してしまった際は弁償⾦をいただきます。ご了承ください。 

 

２．	体験会の流れ 

競技説明は 10:20,10:50,11:20 の計 3 回⾏います。 

間に合うように受付（会場内体育館⼊⼝）で参加登録を⾏い、着替えなどを済ませてください。 

競技説明を⾏う場所は⽮板市⽴⻄⼩学校内の校庭です。右図で⽮印の指す地点となります。 

オリエンテーリングという競技について、また地図の読み⽅とコンパスの使い⽅について説明いたします。 

 

競技説明を⾏った後に順次スタートとなります。 

スタート地区は⽮板市⽴⻄⼩学校内のスタート地点です。 

右図△の中⼼となります。 

 

スタート時に地図を１⼈１枚配布します。スタート順は役員がその場で指⽰します。 

個⼈、またはグループごと１分程度時間を空けてスタートします。 

スタートの合図は役員が声で⾏います。 



タイム計測はリフトアップスタート・パンチングフィニッシュで⾏います。

役員の声掛けでスタートした時間が計測開始時間で、地図上に⼆重丸で描かれるフィニッシュポストに到

達した時間が計測終了時間です。かかった時間が記録となります。

競技時間は１時間です。

早い⽅で 20 分を想定しております。

フィニッシュ地点は⽮板市⽴⻄⼩学校内です。右図◎の中⼼となります。

フィニッシュした際、貸し出した E カードとコンパスは回収いたします。

E カードからの記録の読み取りは役員が⾏います。

記録は後ほどスマートフォンなどを⽤いて LapCenter(https://mulka2.com/lapcenter/)にて確認する

ことができます。

また、フィニッシュした⽅にはささやかながら参加賞をお配りいたします。表彰式はございません。



  



７．注意事項 

・⼤会全般に関する問い合わせ先 

●⼤会 Web サイト 

http://olt.main.jp/comp2017 

●公式 Twitter 

https://twitter.com/titechcomp2017 

●問い合わせ 

tokyotechcomp2017@gmail.com 

電話 090-9429-3891 (実⾏委員⻑ ⼩原) 

 

・⼤会中⽌時の対応 

当⽇朝 5 時ごろまでをめどに公式 HP・Twitter で告知します。いかなる場合でも参加費の返却は致しませ

んのでご了承ください。 

GW で交通が混雑することが考えられます。時間に余裕を持ってお越しください。 

 

・忘れ物について 

忘れ物は後⽇公式サイトに掲載します。保管期間は１ヶ⽉とします。 

 

・参加者が本⼈または第三者に与えた損害・損失に関して主催者は⼀切の責任を負いません。 

・公序良俗に反する服装はお控えください。 

・貴重品などの管理は各⾃でお願いします。盗難等について、主催者は責任を負いません。 

・他者に迷惑がかかる⾏為はご遠慮ください。 

・ゴミは各⾃でお持ち帰りください。 

・⾃分⾃⾝の健康状態を考慮し、体調が悪い場合は絶対に無理をしないでください。 

・会場・テレインでの喫煙・飲酒・⽕気の使⽤を禁⽌します。 

・本⼤会は、地元住⺠の⽅のご厚意のもと開催しております。会場付近の路上駐⾞等、地元の⽅の迷惑と

なるような⾏為はお控えください。 

・本⼤会への参加者は競技の様⼦として、また競技や会場の⾵景として、主催者に撮影されることがあり

ます。撮影に関して何かありましたら当⽇受付までお申し付けください。 

 



・傷害保険に関して

傷害保険は事前申込者、当⽇参加者ともに対象となります。通院以上の怪我において保険⾦が⽀払われ

ます。保険期間は⼤会当⽇ 00:00-24:00 までで、⾃宅を出てから⾃宅に戻るまでの間の事故も補償にな

ります(寄り道をされた場合を除く)。⼤会において怪我をされた場合には、⼤会当⽇を含め 3 ⽇以内に問

い合わせ先まで連絡をして下さい。(⼤会当⽇は⼤会本部まで申し出て下さい。) 




